
2014年度末時点

地区 施設名 郵便番号 住所

岩見沢インドアゴルフセンター 068-0004 北海道岩見沢市4条東18丁目

ニュー真駒内ゴルフセンター 005‐0803 北海道札幌市南区川沿3条1－1－107

ポートサイドゴルフクラブ 047-0002 北海道小樽市潮見台4-46

長尾ゴルフ 021-0902 岩手県一関市萩荘字畑下４６

船迫ゴルフガーデン 989-1621 宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字兎田３８

泉パークタウンゴルフ練習場 981-3206 宮城県仙台市泉区明通1-1-2

宮城ゴルフガーデン 989-3206 宮城県仙台市青葉区吉成台2丁目24-25

グリーンスポーツ 981-0501 宮城県東松島市赤井字鷲塚45番地

グリーンゴルフセンター 998-0114 山形県酒田市大字十里塚字村東山南336-1

鶴岡ゴルフガーデン 997-0803 山形県鶴岡市伊勢横内字畑福25

荒川ゴルフクラブ 970-8034 福島県いわき市平上荒川字林作58-5

（有）平ゴルフセンター 970-8034 福島県いわき市平上荒川字堀ノ内９０

島ゴルフガーデン 961-0835 福島県白河市白坂字陣場２３７

カゴハラゴルフクラブ 360-0843 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻３６５２

岩槻オルゴゴルフガーデン 339-0077 埼玉県岩槻市馬込1125-1

アーリーバードゴルフクラブ 350-0206 埼玉県坂戸市中小坂934

エコジョインプラスワン 350-1233 埼玉県日高市下鹿山488

鴻巣ジャンボゴルフセンター 365-0011 埼玉県北埼玉郡川里村新井745-2

越谷グリーンゴルフ 343-0838 埼玉県越谷市蒲生4丁目5番32号

ペア・ゴルフ東川口 333-0803 埼玉県川口市藤兵衛新田141

T.G.Aゴルフ練習場 349-1125 埼玉県久喜市高柳2448

田原町ゴルフプラザ 111-0035 東京都台東区西浅草１－２－３ 田原町センタービル６Ｆ

東京多摩川ゴルフ練習場 145-0076 東京都大田区田園調布南７－４

GOLF Dreamers 169-0075 東京都新宿区高田馬場4-29-27 シチズンプラザB1

瀬田モダンゴルフ 158-0095 東京都世田谷区瀬田2-10-6

成城ゴルフクラブ 157-0066 東京都世田谷区成城8-18-35

千歳ゴルフセンター 157-0071 東京都世田谷区千歳台1-32-6

ニュー成城ゴルフセンター 157-0067 東京都世田谷区喜多見7-27-15

ハイランドセンター 168-0072 東京都杉並区高井戸東3-11-7

加藤農園ゴルフリンクス 144-0054 東京都大田区新蒲田3-12-2

春日橋ゴルフクラブ 143-0015 東京都大田区大森西1-10-23

京浜ゴルフクラブ 146-0081 東京都大田区仲池上2-9-17

仙川ゴルフ練習場 181-0005 東京都三鷹市中原1-3-6

イトーゴルフガーデン 180-0014 東京都武蔵野市関前2-7-13

グリーンパークゴルフセンター 180-0012 東京都武蔵野市緑町1-3-13-4F

狛江ゴルフ倶楽部 201-0003 東京都狛江市和泉本町1-29-1

立川カシワゴルフ 190-0004 東京都立川市柏町2-26

八王子片倉ゴルフセンター 192-0914 東京都八王子市片倉451-9

丸小橋ゴルフ練習場 211-0001 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町５６２

百合ヶ丘カントリー倶楽部 215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西4-15-1
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地区 施設名 郵便番号 住所

スズコーゴルフ 228-0828 神奈川県相模原市麻溝台5-10-36

八柱ゴルフガーデン 270-2254 千葉県松戸市河原塚３４５

美里ゴルフセンター 277-0033 千葉県柏市増尾８８０

梨香台ゴルフガーデン 270-2222 千葉県松戸市高塚新田320番地

浮ヶ谷ゴルフセンター 271-0092 千葉県松戸市松戸2277

明治ゴルフセンター 276-0046 千葉県八千代市大和田新田1147

ダイナミックゴルフ千葉 265-0065 千葉県千葉市佐和町323

野田太平ゴルフセンター 278-0017 千葉県野田市大殿井332-1

ダイナミックゴルフ茂原 299-4336 千葉県長生郡長生村岩沼2014

ダイナミックゴルフ成田 289-2231 千葉県香取郡多古町飯笹1040

ビッグ・クレストフィールドクラブ 956-0833 新潟県新潟市秋葉区草水町3-9675

甲府ゴルフセンター 400-0814 山梨県甲府市上阿原町２８８

岡崎グリーンゴルフガーデン 444-2112 愛知県岡崎市東阿知和町字片坂１２１８

大江グランドゴルフ 457-0837 愛知県名古屋市南区加福町２－１

鳴東ゴルフセンター 458-0815 愛知県名古屋市緑区徳重４－５３０

竜泉寺ゴルフ 463-0801 愛知県名古屋市守山区竜泉寺1丁目１６１１

㈱ゴルフコミュニティ エトワス 470-0131 愛知県日進市岩崎町大廻間１052

センチュリーパークゴルフ 471-0858 愛知県豊田市朝日ケ丘３－1７

ゴルフ高岡 473-0917 愛知県豊田市若林西町茶屋間６５－１

半田グリーンゴルフクラブ 475-0976 愛知県半田市黒石町１６０

セントラルグリーンゴルフパーク 491-0925 愛知県一宮市大和町南高井字江北１４

幸田グリーンゴルフクラブ 444-0123 愛知県額田郡幸田町大字上六栗南山16-7

八事ゴルフスタジオ 466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町103-1

ニッケゴルフ倶楽部 岐阜センター 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町８－７

サンゴルフ太陽の街 510-0259 三重県鈴鹿市中瀬古町酒出２０３－８

一号線ゴルフ練習場 510-0954 三重県四日市市釆女町3204-3

津スポーツセンター 514-0824 三重県津市神戸２０３－１３

ホクモウジャンボ ゴルフセンター 920-0011 石川県金沢市松寺町辰の８

ゴルフオータニ 551-0021 大阪府大阪市大正区南恩加島５－７－７６

グリーンステージ泉州 594-0042 大阪府和泉市箕形町5丁目7-13

松原インターゴルフ 580-0005 大阪府松原市別所2-4-35

桜宮ゴルフクラブ 534-0027 大阪府大阪市都島区中野町2-3

東香里ゴルフセンター 573-0075 大阪府枚方市東香里3-5-1

ダイヤモンドゴルフセンター 596-0822 大阪府岸和田市額原町548

阪奈ゴルフ 575-0012 大阪府四篠畷市下田原2210-1

星田ゴルフセンター 576-0015 大阪府交野市星田西1丁目80番1号

東平野ゴルフセンター 581-0051 大阪府八尾市竹渕西3-110

ロブゴルフプラザ 581-0851 大阪府八尾市上尾町6-1

明舞ゴルフセンター 655-0031 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目7-1

アルバゴルフスマウラ 655-0861 兵庫県神戸市垂水区下畑町字西妙山301-301

菊水ゴルフクラブ 652-0001 兵庫県神戸市兵庫区鳥原町ヌク谷1番地

名谷ゴルフセンター 654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合4-42-3

高塚ゴルフセンター 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台5丁目13

中部

関西



地区 施設名 郵便番号 住所

エブナゴルフセンター 679-2123 兵庫県姫路市豊富町豊富1452

ニッケレジャーサービス ニッケ京口ゴルフセンター 670-0847 兵庫県神戸市城東町中河原1

豊岡ゴルフ 668-0083 兵庫県豊岡市栃江1160

尼崎テクノランド 660-0094 兵庫県尼崎市末広町1-2-1

上ケ原ゴルフ練習場 662-0881 兵庫県西宮市上ヶ原7番町1番70号

尾上ゴルフセンター 675-0023 兵庫県加古川市尾上町安田499-1

太子ゴルフセンター 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡1023-6

太泰ゴルフガーデン 616-8172 京都府京都市右京区太泰上ノ段町10 エル・カーサー1F

アサイスポーツガーデン 629-0166 京都府船井郡八木町室河原中原町1-1

檀特山ゴルフセンター 671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南419-1

香芝ダイナミックゴルフ 639-0263 奈良県香芝市平野595-1

玉の浦ゴルフ練習場 722-0215 広島県尾道市美ノ郷町三成251-5

道祖園ゴルフセンター 736-0014 広島県安芸郡海田町三迫1-29-24

呉二河峡ゴルフセンター 737-0932 広島県呉市焼山松ヶ丘2-1-1

高陽ゴルフセンター 739-1732 広島県広島市安佐北区落合南1-32-16

三滝ゴルフセンター 733-0802 広島県広島市西区三滝本町2-13-10

KSPゴルフガーデン 737-0906 広島県呉市焼町能登呂463-1

舟入ゴルフガーデン 730-0845 広島県広島市中区舟入川口町1-7

ラブゴルフクラブ 701-0141 広島県呉市安佐南区相田6丁目29-10

ロイヤルゴルフガーデン 731-5102 広島県広島市佐伯区五日市町石内391

ピースリンクス 739-1751 広島県広島市安佐北区深川1丁目40番5号

ウッディゴルフスクエア 730-0822 広島県広島市中区吉島東1-15-2

沖浦ゴルフセンター 721-0942 広島県福山市引野町沖浦5846番地

広電ゴルフ 732-0043 広島県広島市東区東山町12-1

ミスズガーデン㈱ミスズゴルフ 731-5124 広島県広島市佐伯区皆賀4丁目19番6号

米子中央ゴルフ倶楽部 733-0815 鳥取県米子市上福原926-1

嶋ゴルフセンター 781-2126 高知県吾川郡 いの町大内１１７９

（有）南国ゴルフセンター 783-0081 高知県南国市片山１７７１

サンピアセリーズゴルフ練習場 781-8101 高知県高知市高須砂地155

ゴルフガーデンクレッセント旭 780-0963 高知県高知市縄山135-1

ゴルフセンター悠 780-8089 高知県高知市針木南1480-77

ゴルフセンターイーグル荒倉 781-0303 高知県高知市春野町弘岡下4767-1

（有）キリヤマゴルフガーデン 785-0030 高知県須崎市多ノ郷3194

共栄ゴルフセンター 763-0055 香川県丸亀市新田町１番地１

観音寺ゴルフセンター 768-0014 香川県観音寺流岡町1347-5

（有）ゴルフ工房サイエンス 761-0614 香川県木田郡三木町大字朝倉1922-1

長尾ゴルフ練習場 769-2304 香川県さぬき市昭和1027-1

（有）高松青春ゴルフセンター 760-0002 香川県高松市茜町27-29

上佐ゴルフセンター 761-0444 香川県高松市池田町950-1

奈良須ゴルフセンター 761-8047 香川県高松市岡本町1556-1

八栗ゴルフセンター 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼3393-1

瀬戸内ゴルフセンター 761-0113 香川県高松市屋島西町2420

D・ステーション 763-0084 香川県丸亀市飯野町東二1252-1

中国



地区 施設名 郵便番号 住所

丸亀パブリックゴルフコース 763-0062 香川県丸亀市蓬莱町56

香川西ゴルフセンター 767-0014 香川県高瀬町上麻476-3

布喜川ゴルフセンター 796-8039 愛媛県八幡浜市布喜川２５３

久万ゴルフ 794-0081 愛媛県今治市阿方甲368

アクティはしはま 799-2116 愛媛県今治市内堀2-1-15

宇和島ゴルフ練習場 798-0020 愛媛県宇和島市高串甲7

内山ゴルフセンター 795-0301 愛媛県喜多郡内子町五十埼甲1724

正ゴルフ倶楽部 793-0007 愛媛県西条市下島山乙111-1

愛光ゴルフガーデン 793-0005 愛媛県西条市船屋乙27-51

レイクゴルフセンター 797-1104 愛媛県西予市野村町河西111-1

タカラゴルフガーデン 792-0851 愛媛県新居浜市観音原町994

（株）内海ゴルフガーデン 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台169-1

窪田ゴルフレーク 791-1101 愛媛県松山市久米窪田町695

HIDEKI GOLF GARDEN 799-2662 愛媛県松山市太山寺町乙258-10

コスモゴルフガーデン 791-8056 愛媛県松山市別府町8-1

アネックスゴルフ 790-0043 愛媛県松山市保免西3-1-23

NTT西日本AP四国支店山越ゴルフガーデン 791-8013 愛媛県松山市山越3-15-45

第一ゴルフパーク 791-1111 愛媛県松山市高井町730-3

（有）久万ノ台ゴルフセンター 791-8016 愛媛県松山市久万ノ台1422-2

ゴルフポートアンカーズ 770-0874 徳島県徳島市南沖洲5-188-1

橘スーパーゴルフクラブ 774-0023 徳島県阿南市橘町幸田5

丈六アルバトロスゴルフセンター 771-4263 徳島県徳島市丈六町丈領75-2

十篠ゴルフガーデン 802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-19-13

西港ゴルフガーデン 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町15-24

スミックスゴルフ 803-0803 福岡県北九州市小倉北区許斐町1番地

セイコウ・ゴルフガーデン 811-3201 福岡県福津市八並1488-1

岡垣ゴルフパーク 811-4222 福岡県遠賀郡岡垣町東高橋3-13-1

宗像ゴルフセンター 811-3226 福岡県福津市小竹1-4-1

立花ゴルフセンター 811-0117 福岡県糟屋郡新宮町大字上府５８６－１

インターゴルフクラブ 816-0911 福岡県大野城市大城4-4-8

曙ゴルフガーデン 818-0061 福岡県筑紫野市紫4-4-1

野方ゴルフガーデン 819-0043 福岡県福岡市西区野方2-44-8

西新ゴルフセンター 814-0003 福岡県福岡市早良区城西2丁目2-29

有田ゴルフガーデン 814-0033 福岡県福岡市早良区有田5-19-35

ジャンボゴルフセンターフクオカ 811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原550

カスタネット倶楽部ダイナミックゴルフ新宮 811-0111 福岡県粕屋郡新宮町三代718-1

オレンジゴルフ前原 819-1111 福岡県糸島市泊917

ゴルフドライビングレンジ四天王寺 811-2132 福岡県粕屋郡字美町原田4-1-1

大分ノーネットゴルフ練習場 870-0000 大分県大分市下郡422

アケノゴルフセンター 870-0134 大分県大分市大字猪野1563-1

野田ゴルフガーデン 870-0868 大分県大分市大字野田字宮浦414-1

アルバトロスゴルフガーデン 869-0562 熊本県字土郡不知火町長崎4205

熊本空港カントリークラブ 869-1106 熊本県菊池郡菊陽町大字曲手838

九州

四国



地区 施設名 郵便番号 住所

熊本ゴルフ倶楽部 869-1404 熊本県阿蘇郡長陽村大字河陽5277

沖永良部ゴルフクラブ 891-9200 鹿児島県大島郡知名町大山


